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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 29,996 ― 418 ― △193 ― △2 ―
20年3月期第3四半期 31,815 12.3 2,925 158.5 2,700 160.1 1,509 198.4

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △0.11 ―
20年3月期第3四半期 56.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 53,434 14,683 26.7 531.78
20年3月期 49,674 15,179 29.6 547.33

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  14,269百万円 20年3月期  14,685百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

  現時点では当期末における配当予想額は未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照）  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

  ４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報に記載のとおり、現時点で業績予想を変更するには不確定要素が大きいため、 
  昨年11月5日に発表した内容を変更せずに掲載していますのでご了承ください。  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 42,751 △4.2 739 △67.6 456 △67.0 215 △74.0 8.02

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．連結業績予想に関する説明につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報に記載しておりますので、そちらをご覧くださ
い。 
２．平成21年3月期の期末配当予想につきましては、今後の動向を見極める必要があると判断されるため現時点では未定とし、年度業績等を勘案した上で速やかに開示
を行うものといたします。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  26,863,974株 20年3月期  26,863,974株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  29,689株 20年3月期  32,479株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  26,831,709株 20年3月期第3四半期  26,832,824株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国大手金融機関の破綻にはじまった金融危機が

実体経済に急速に影響を及ぼし、景気の後退が長期化する見通しとなり、株式市場の低迷と為替相場の

不安定な動きが顕著でありました。国内経済においても、企業の生産及び設備投資が大幅に減少し、雇

用調整の動きが広がるなど、深刻な景気低迷の兆しが現れてきました。 

航空輸送業界では、経営を圧迫してきた原油価格は下落に転じましたが、景気悪化による旅客及び貨

物需要の減少により、エアライン各社は一段と厳しい経営を強いられました。ボーイング社、エアバス社の

民間航空機受注数についても、エアラインの業績不振を背景に前年同期実績に対して大きく減少しました。

又、ボーイング787の納入時期が重ねて大幅に延期されたため当社経営計画も更なる見直しが必要となり

ました。 

このような情勢の中、当社グループでは新たな受注活動に取り組むとともに、生産体制の見直しを進め

るなど対策を講じてきましたが、急激な円高による損失が響き、業績は大きく後退しました。 

当第３四半期連結累計期間の経営成績は、連結売上高 29,996百万円 （前年同期比 1,818百万円 

減）、連結営業利益 418百万円 （前年同期比 2,507百万円 減）、連結経常損失 193百万円 （前年同

期は、連結経常利益 2,700百万円）、連結四半期純損失 2百万円 （前年同期は、連結四半期純利益 

1,509百万円）となりました。 

 

① 事業の種類別セグメントの業績 

[航空機内装品等製造関連事業] 

当事業では、ボーイング社の主要労働組合のストライキに加え、ボーイング787納入時期延期の影響を

受けてボーイング向けの出荷が低迷しました。又、客室改修の一部のプロジェクトについても顧客先での

改修スケジュールが延期され、関連製品の出荷が先延ばしとなりました。これらスケジュールの大幅な見直

しによるコストの増加に加え、更に急速に円高が進み、厳しい経営を強いられました。 

この結果、航空機内装品等製造関連事業は、売上高 20,724百万円 （前年同期比 1,541百万円 減）、

営業利益 543百万円 （前年同期比 2,090百万円 減）となりました。 

 

[航空機器等製造関連事業] 

当事業では、上期に低迷していた防衛関連部品の受注が回復しはじめましたが、その売上の大半は第

４四半期以降に繰り延べとなりました。増産傾向にあった民間航空機エンジン部品は、顧客先での在庫調

整のために一時的に生産を調整しており、又、エアバス社向けＡＤＰ（炭素繊維構造部材）の採算性は、

円高によるマイナスの影響を受けました。 

この結果、航空機器等製造関連事業は、売上高 3,469百万円 （前年同期比 338百万円 減）、営業

損失 256百万円 （前年同期は、営業利益 69百万円）となりました。 

 

[航空機整備等関連事業] 

当事業では、第１四半期に羽田事業所で開始した国土交通省航空局の飛行検査用航空機（4機種全7

機）の保守点検整備が順調に推移しました。又、下期からエアラインのリージョナル機整備及び官公庁の

ヘリコプター整備等の作業量が集中し、効率的な生産ができました。しかし、第３四半期以降に国内大手

エアラインの旅客・貨物需要に陰りが見えはじめ、装備品整備の作業量が減少しました。 
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この結果、航空機整備等関連事業は、売上高 5,801百万円 （前年同期比 61百万円 増）、営業利益 

131百万円 （前年同期比 91百万円 減）となりました。 

 

② 所在地別セグメントの業績 

[ 日 本 ] 

航空機内装品等製造関連事業、航空機器等製造関連事業及び航空機整備等関連事業ともに、事業

の種類別セグメントの項目で説明したとおりであります。 

この結果、売上高 26,564百万円 （前年同期比 898百万円 減）､営業利益 719百万円 (前年同期

比 1,993百万円 減)となりました。 

 [ 北 米 ] 

対象企業は、連結子会社のJAMCO AMERICA, INC.であり、ボーイング社のストライキと客室改修の一

部のプロジェクトが予定より遅れている影響により売上高、営業利益ともに計画を下回りました。 

この結果、売上高 2,406百万円 （前年同期比 1,178百万円 減）、営業損失 315百万円 （前年同

期は、営業利益 207百万円）となりました。 

 [ ヨ－ロッパ ] 

対象企業は、連結子会社のJAMCO EUROPE B.V.であり、エアバス向けのサポート業務及び部品調

達業務が順調に推移し、売上高、営業利益ともに計画を上回りました。 

この結果、売上高 609百万円 （前年同期比 113百万円 増）、営業利益 48百万円 （前年同期比 

27百万円 増）となりました。 

[ アジア・オセアニア ] 

対象企業は、連結子会社JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD.であり、売上高 415百

万円 （前年同期比 143百万円 増）、営業利益 34百万円 （前年同期比 23百万円 増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債・純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産合計は39,983百万円となり、前連結会計年度末に比べ

2,989百万円増加しました。主な要因は現金及び預金の増加（611百万円増）、受取手形及び売掛金の

減少（2,825百万円減）、ボーイング787向け内装品をはじめ第４四半期以降に出荷繰り延べとなったプ

ログラムが多く発生したことによる原材料の増加（821百万円増）と仕掛品の増加（4,307百万円増）等に

よるものです。一方、固定資産合計では、工場の新築及び施設設備の拡張等により771百万円増加し

て13,451百万円となりました。 

負債総額は38,751百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,255百万円の増加となりました。主な要

因は、ボーイング787向け内装品の生産量が中期的に急増することを受けての設備投資、及び棚卸資

産の増加に伴う資金調達によるもので、短期借入金（4,575百万円増）、長期借入金（1,252百万円増）と

もに増加したこと等によるものです。 

純資産合計は14,683百万円となり、前連結会計年度末に比べ495百万円の減少となりました。主な要

因は、利益剰余金の減少（218百万円減）、為替換算調整勘定の減少（156百万円減）によるものです。

この結果、自己資本比率は26.7％となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッ

シュ・フローにより、前連結会計年度末に比べ631百万円増加し、2,176百万円 （前年同期は、2,392百

万円）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上債権の減少額（2,617百万円）等による増加がありましたが、たな卸資産の増加額（5,289百万円）

等による減少により、2,751百万円のキャッシュ・アウトフロー（前年同期は、2,024百万円のキャッシュ・ア

ウトフロー）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

航空機内装品等製造関連事業の施設拡張及び調布地区工場エネルギー管理システム導入等の固

定資産取得（2,445百万円）等により、2,468百万円のキャッシュ・アウトフロー（前年同期は、1,539百万

円のキャッシュ・アウトフロー）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期及び長期借入金の返済（3,735百万円）と、配当金の支払い（214百万円）等による支出がありま

したが、短期及び長期借入金による調達（9,875百万円）により5,912百万円のキャッシュ・インフロー（前

年同期は、3,999百万円のキャッシュ・インフロー）となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

下期からの急激な円高により、為替レート１００円／米ドルを想定し、昨年11月に連結業績予想を下方

修正しました。その後、更に円高が進むと同時に、12月にはボーイング787納入時期のたび重なる延期の

連絡を受けました。現在、787向け内装品の出荷スケジュールを調整中ですが、尚、流動的であり、当該製

品の出荷状況によって、その開発費の計上が収益に大きく影響することから、現時点で業績予想を合理

的に行うことが困難な状況です。 

従って、今回の業績予想は、昨年１１月に発表した業績予想を変更せずに掲載しておりますが、787内

装品の出荷スケジュールが決まり次第、連結業績予想を速やかに発表致します。 
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４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しており

ます。 

棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結

会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。又、棚

卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末

以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況について、著しい変化がないと認められる場合は、

前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法に

より、又、著しい変化が認められた場合は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、債権側の金額に合わせる方法により債権と

債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引高の相殺消去 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社等の金額に合わせる

方法により相殺消去しております。 

 

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。又、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準
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第9号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これによる損益に与える影響はありません。 

 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 終改正平成19年3月

30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成6年1月18日 終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連

結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース

資産として計上しております。又、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存

価格をゼロとする定額法によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採

用しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

④ 連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の扱い」（企業会計基準委員

会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありません。 

 

（追加情報） 

機械装置の耐用年数について、法人税法の改正を契機に見直しを行った結果、主に製品ライフ

サイクルの短縮化により、設備更新が従来にも増して短期間に行われる事が見込まれる事となったた

め、第１四半期連結会計期間より、耐用年数の短縮を行っております。この変更により、当第３四半期

連結累計期間における、営業利益は21,778千円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損

失は、それぞれ21,778千円増加しております。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,176,387 1,564,896

受取手形及び売掛金 10,542,190 13,367,768

製品 18,722 119,845

原材料 6,895,653 6,074,365

仕掛品 16,001,916 11,694,130

その他 4,352,106 4,179,098

貸倒引当金 △3,837 △6,030

流動資産合計 39,983,139 36,994,074

固定資産   

有形固定資産 9,956,123 8,971,219

無形固定資産 244,918 200,377

投資その他の資産 3,250,683 3,509,100

固定資産合計 13,451,725 12,680,697

資産合計 53,434,865 49,674,771

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,485,995 6,418,398

短期借入金 16,411,518 11,836,410

未払法人税等 25,136 490,955

賞与引当金 618,624 1,170,470

工事損失引当金 626,028 535,839

その他 2,800,686 2,619,653

流動負債合計 25,967,989 23,071,727

固定負債   

長期借入金 7,105,120 5,852,400

退職給付引当金 5,095,938 5,019,171

役員退職慰労引当金 328,839 278,981

環境対策引当金 7,203 10,814

その他 246,376 262,512

固定負債合計 12,783,477 11,423,879

負債合計 38,751,466 34,495,607

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,359,893 5,359,893

資本剰余金 4,367,993 4,368,998

利益剰余金 4,805,238 5,023,309

自己株式 △25,229 △27,785

株主資本合計 14,507,895 14,724,416

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66,739 109,399

為替換算調整勘定 △304,812 △148,192

評価・換算差額等合計 △238,073 △38,792

少数株主持分 413,575 493,541

純資産合計 14,683,398 15,179,164

負債純資産合計 53,434,865 49,674,771
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 29,996,335

売上原価 25,915,526

売上総利益 4,080,808

販売費及び一般管理費 3,662,404

営業利益 418,404

営業外収益  

受取利息 4,064

受取配当金 4,082

持分法による投資利益 56,841

その他 44,339

営業外収益合計 109,328

営業外費用  

支払利息 249,382

為替差損 460,878

その他 10,959

営業外費用合計 721,220

経常損失（△） △193,487

特別利益  

固定資産売却益 44

投資有価証券売却益 43

貸倒引当金戻入額 1,751

特別利益合計 1,839

特別損失  

固定資産処分損 18,519

投資有価証券評価損 3,684

事務所移転費用 6,444

特別損失合計 28,649

税金等調整前四半期純損失（△） △220,296

法人税、住民税及び事業税 28,722

法人税等調整額 △221,340

法人税等合計 △192,617

少数株主損失（△） △24,810

四半期純損失（△） △2,869
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △220,296

減価償却費 1,272,774

引当金の増減額（△は減少） △340,591

受取利息及び受取配当金 △8,147

支払利息 249,382

為替差損益（△は益） △1,461

持分法による投資損益（△は益） △56,841

有形固定資産売却損益（△は益） 18,475

投資有価証券売却損益（△は益） △43

投資有価証券評価損益（△は益） 3,684

売上債権の増減額（△は増加） 2,617,339

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,289,784

仕入債務の増減額（△は減少） △757,754

その他 407,711

小計 △2,105,553

利息及び配当金の受取額 25,815

利息の支払額 △200,741

その他の収入 27,713

その他の支出 △2,948

法人税等の支払額 △495,308

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,751,023

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,445,008

投資有価証券の取得による支出 △1,855

貸付金の回収による収入 4,278

定期預金の払戻による収入 20,000

その他 △45,783

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,468,369

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 7,937,906

短期借入金の返済による支出 △3,713,783

長期借入れによる収入 1,937,240

長期借入金の返済による支出 △21,420

リース債務の返済による支出 △3,869

自己株式の取得による支出 △1,483

自己株式の売却による収入 2,484

配当金の支払額 △214,233

少数株主への配当金の支払額 △10,634

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,912,206

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 631,490

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,176,387
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。又、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分は製品の種類によって区分しております。 

 ２ 各事業の主な製品 

(1) 航空機内装品等製造関連事業 ………… ギャレー・ラバトリー 

(2) 航空機器等製造関連事業 ……………… 熱交換器・ADP 

(3) 航空機整備等関連事業 ………………… 航空機整備・修理 

  
【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米 ………………………… アメリカ 

(2) ヨーロッパ ………………… オランダ 

(3) アジア・オセアニア ……… シンガポール 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 

 【事業の種類別セグメント情報】

航空機  
内装品等  

製造関連事業 
(千円)

航空機器等
製造関連事業

(千円)

航空機整備等
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

 売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

20,724,711 3,469,747 5,801,875 29,996,335 ― 29,996,335

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

205 113,429 93,795 207,430 (207,430) ―

計 20,724,917 3,583,176 5,895,671 30,203,765 (207,430) 29,996,335

営業利益又は営業損失(△) 543,350 △256,134 131,187 418,404 ― 418,404

日本 
(千円)

北米 
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

アジア・
オセアニア
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

26,564,822 2,406,007 609,926 415,578 29,996,335 ― 29,996,335

 (2) セグメント間の 
     内部売上高 
     又は振替高

2,360,644 2,165,875 555,943 54,716 5,137,179 (5,137,179) ―

計 28,925,466 4,571,883 1,165,869 470,295 35,133,515 (5,137,179) 29,996,335

 営業利益又は 
 営業損失(△)

719,042 △315,839 48,166 34,448 485,818 (67,414) 418,404
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【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米 ………………………… アメリカ 

(2) アジア・オセアニア ……… シンガポール・オーストラリア 

(3) ヨーロッパ ………………… イギリス・フランス・ドイツ 

   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

該当事項なし 

  

北米 アジア・オセアニア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,045,054 10,460,539 3,132,706 18,638,300

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 29,996,335

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.8 34.9 10.4 62.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

(1) (要約) 前四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）

科目

前年同四半期

（平成20年３月期

第３四半期）

金 額 (千円)

Ⅰ 売上高 31,815,186

Ⅱ 売上原価 25,134,867

売上総利益 6,680,318

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,754,327

営業利益 2,925,991

Ⅳ 営業外収益 115,267

Ⅴ 営業外費用 341,255

経常利益 2,700,002

Ⅵ 特別利益 10,151

Ⅶ 特別損失 24,472

税金等調整前四半期純利益 2,685,681

税金費用 1,128,926

少数株主利益 47,535

四半期純利益 1,509,220
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(2) (要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）

科目

前年同四半期

（平成20年３月期

第３四半期）

区 分 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,024,620

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,539,568

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 3,999,859

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △56,563

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 379,106

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,013,704

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,392,810
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【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

 
  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

 
  

 (3) セグメント情報

航空機内装品 
等製造関連 

事業 
(千円)

航空機器等
製造関連事業

(千円)

航空機整備等
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

 売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

22,266,693 3,808,239 5,740,253 31,815,186 ― 31,815,186

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,769 32,018 119,110 152,897 (152,897) ―

計 22,268,463 3,840,257 5,859,363 31,968,084 (152,897) 31,815,186

 営業費用 19,634,931 3,770,629 5,636,531 29,042,093 (152,897) 28,889,195

 営業利益 2,633,531 69,627 222,831 2,925,991 ― 2,925,991

日本 
(千円)

北米 
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

アジア・
オセアニア
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

27,462,836 3,584,265 496,300 271,783 31,815,186 ― 31,815,186

 (2) セグメント間の 
     内部売上高 
     又は振替高

2,055,037 2,869,223 475,726 124,910 5,524,898 (5,524,898) ―

計 29,517,874 6,453,489 972,027 396,693 37,340,085 (5,524,898) 31,815,186

 営業費用 26,805,211 6,246,289 950,928 385,998 34,388,427 (5,499,232) 28,889,195

 営業利益又は 
 営業損失(△)

2,712,662 207,199 21,099 10,695 2,951,657 (25,666) 2,925,991
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